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会報まち４月号
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

新１年生です ～よろしくおねがいします～

２月27日(木)の夜に安倍首相から突然発表された、活動自粛要請を受け、

東西町でも皆さんのご協力を得て、感染拡大防止に向けて取り組んでいます。

１）行事・会議の中止、閉所（順不同）・・・３月末現在

【中止】バウンスボール大会、いきいき100歳体操、リサイクル

わくわくショップ、各部会等

【閉所】コミュニティホーム「西町の郷」・・３月末まで閉所

２）放課後児童クラブを急遽３月２日(月)から開級

町からの開級要請を受け、支援員の確保にてんてこまい。

教育委員会や小中学校からも応援に来ていただきました。

そんな中、コンビニの「ローソン」からおにぎりを１人当

り２個の無償配布があり、３回の受入れをしました。子ど

もたちは「美味しい」と大喜びでした。

３）手作りマスクを販売

店頭からマスクが消えた！！との声を受け、ハンドメイドクラ

ブと有志による手作りマスクの販売と型紙の無料提供をしまし

た。地区放送と同時に次々と買い求めに来られ、あっという間

に完売。度々、制作を依頼しています。

東京五輪が１年程度延期となるなど終息の見通しが立ちません。

手洗い、消毒、マスクの着用などで感染拡大防止に努めましょう。

今後のイベントや会議等の開催については、県内の状況を見ながら

進めていきます。

終息するまで気を引き締めていきましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止対応に感謝！！
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日 曜日 ４月の予定表
1 水

2 木 藤あみ/万寿会GG

3 金 コミセン100体　　　　　      　　　　　　  ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

7 火 監査/男のクッキング

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 ＜反射材装着＞　コミセン100体

11 土 銭太鼓/ソフトバレー

12 日 写真

13 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

14 火

15 水 狂犬病予防注射

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

17 金
コミセン100体
　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

18 土 わくわくショップ10 :30～/銭太鼓/ソフトバレー

19 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

20 月
＜新年度区長・班長会議＞
つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

21 火

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 コミセン100体・脳トレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 人づくり部会(さつき祭企画)/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

26 日 ＜いちご狩り＞　写真

27 月 つどい100体/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

５月の予定

24 日 さつき祭【人づくり部・実行委員会】
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東西町地域振興協議会

通常総会開催のお知らせ

日程：４月19日(日)

コロナウイルス感染拡大防止の

ため、ご協力をお願いします。

①来場の方はマスクの着用をお願

いします。

②発熱や体調不良の方はご遠慮く

ださい。

③定期的に会場の換気を行います。

④受付の混雑と感染防止のため、

下記の時間でお願いします。

☆班長受付：8:20～8:40

(班の委任状を提出ください。)

☆会員受付：8:30～8:50

現班長は班の委任状

を受付に提出してくだ

さい。

東西町スポーツ広場について

南部町の施設となっている東

西町スポーツ広場は、東西町だ

けものではないため、町内外か

らの申込みも受け付けることに

なっています。土・日利用で事

前にわかるものについては、会

報でお知らせしようと思ってい

ます。

なお、グラウンドの予約が入っ

ている時の、壁打ち場とバスケッ

ト場の使用については、現在、

町と調整中です。

山茶花の会が苗木を寄贈しました

寄贈した苗木を、東西町スポー

ツ広場バイパス側に植えました。

金木犀、オリーブ、温州みかん

の計３本です。

また、児童クラブ玄関前の大鉢

にイロハモミジを西日避けとして

植えました。

連休中の業務について
４月29日(水)～５月６日(水)まで休みです。

＊緊急時には事務所及びコミセン玄関に貼り出してある連絡先にお願いします。

東西町スポーツ広場

利用申込みが入っていますので、

土・日の利用のみお知らせします。

12日(日)13:00～16:00

19日(日)13:00～16:00

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります
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東西町では多くの方々のご協

力で町づくりを行っています。

今月は、コミュニティホーム

「西町の郷」の送迎ボランティ

アとしてお世話になっている４区

３班 生田 宏さんをご紹介し

ます。

○送迎ボランティアを始めようと思ったきっかけは？

・・・退職して時間ができたこともあって、自分が

できることで、少しでも地域のために貢献できるこ

とであればと思った。

○始めて良かった点は？・・・自宅周辺しかわから

なかったが、送迎することになって、他の区も大分

わかるようになってきた。また、利用者やサポート

員の皆さんとも顔見知りになり良かった。

○今後、東西町がどんな町に・・・これからますま

す高齢化が進んでいきますが、小さなことでもいい

ので支える人が増えてきたらいいと思います。

そしていつまでも地域で住むことができる町にな

ると良いとおもっています。

＊コミュニティホーム「西町の郷」の送迎ボラン

ティアは12名おられます。

東西町を支える「人」

健康農園(祥福園近くのとっても肥沃な土地)の

利用者を募集しています！

野菜や花を育ててみませんか？。

年間利用料は、(例)32㎡で1,280円です。

面積は、32㎡から 大90㎡の土地があるようです。

申し込み先：南部町役場産業課(天萬庁舎)

問い合わせ：産業課 ６４－３７８３

詳細は情報なんぶに掲載されています。

健康農園

５月から野菜市を再開します。

５月は、９日(土)8:00～つどい

24日(日)さつき祭会場10:00～コミセン

６月からの野菜市は、基本的に第１(土)・第３(土)

に日程が変更になります。

日程：第１(土)8:00～つどい

第３(土)10:30～つどい

(わくわくショップと同時間)

＊但し、盆と年末時期については変更が有りますの

で、会報でお知らせします。

野菜市の準備に向け頑張っています

毎日入って来るニュースで、気

分が滅入るこの頃です。

健康づくりと気分転換のウォー

キングを行っています。

明枝橋を渡って、季節とともに

衣替えをする大山を正面に眺めながら、鳥の声を聞

き草花を見ながら歩き、東光寺橋を通って戻って来

ます。約40分のコースです。

野生生物との遭遇もあります。現在は白鳥はいな

くなりましたが、特定外来生物のヌートリアやコウ

ノトリ、キジ等も見かけることもあります。

コロナウイルスのために閉塞感が漂っていますが、

こんな時だからこそ、普段出来なかったことをじっ

くりとできる機会で

あると前向きに考え

ましょう。

健康づくりと気分転換のウォーキング

生田 宏さん

８月から２ヵ月ごとに布類として衣類・布団等

の回収が開始されます。

今まで、布団は→プラ類に出していましたが、

８月からは布団・羽毛ともに布類へ搬出してくだ

さい。

ＲＰＦ固形燃料になるということです。

７月から販売される予定の、布類専用の指定袋

での搬出をお願いします。

なお、衣類のボタン・ファスナーは外さなくても

良いということです。

８月からの分別ごみに
布類の分類が追加されます

地物野菜の準備を
する吉木さんと細田
さん
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小学新１年生反射材装着【福祉部】

初登校の朝、バス停でランドセル

に反射材を貼り付けます。

日時：４月１０日(金)

登校時のバス待ち時間

場所：つどい前バス停及び東町バス停

東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

日時：４月１９日(日)9:00開会

8:20～8:40 班長受付：委任状を提出ください。

8:30～8:50 会員受付

混雑しますので、時間内にお願いします。

場所：コミセン(大集会室)

＊マスクの着用をお願いします。

＊発熱のある方、体調の優れない方はご遠慮くだ

さい。その場合、班長へ委任状をお願いします。

＊総会後の懇親会は行いません。

委任状は、前日[４月18日(土)]中に班長まで

お届けください。

☆総会議案書が事前に必要な方は、事務局に申し込

んでください。

申込み：４月15日(水)まで

お渡し：４月17日(金)13:00～17:00の間に協議会

事務所にお越しください。

新年度区長・班長会議【事務局】

新年度の区長・班長を対象にし

た会議です。

役目内容の説明を行いますので、

ご出席をお願いします。

日時：４月２０日(月)19:30～

場所：コミセン(大集会室)

班長が欠席の場合は、区長へ連絡をお願いします。

いちご狩り【人づくり部】

日時：４月２６日(日)

9:00コミセン出発～11:00帰着

行き先：安来市(あかり農園)

今年は、ミステリーツアーは行いません。

交通手段：社協バス又は自車も可

参加料：1,500円(当日徴収）

持ち物：お茶等は各自で準備してください。

申込み：先着25名(4月1日から受け付け開始)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

☆コミセン洗面所の照明を自動点滅に交換しました

ので、人がいなくなったら自動で消灯します。

＊つどい事務所側のトイレも自動で消灯します。

☆コミセン玄関フロアーからトイレまでの廊下も、

以前の調理室と同じように水滴で転倒しそうな方

がありましたので、この度スリップ防止の床材に

張替えをしました。

高齢者の交通事故が増えているこ

とで、南部町でも免許証の自主返納

事業の推進を支援することになりま

したので、紹介します。

【対象者】身体機能の低下を自覚した、また、運転

の必要がなくなった等の理由により、免許証の

有効期間内に、免許証を返納される方。

【特典：70歳以上で返納される方】

☆ふれあいバスの１年間無料パス

☆路線バス回数券を１万円分補助(期限無し)

令和２年４月１日から実施されます。

詳細は、南部町役場にお問い合わせください。

サポカー補助金制度

65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレー

キや、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載さ

れた安全運転サポート車の購入等に補助する制度も

あります。

また、後付装備への補助もあるようです。詳しく

は自動車販売店へお問い合わせください。

コミセン洗面所の照明と床の張替え

自動車免許証の自主返納について

配本ステーションで借りた本で考えが変わる？

協議会に設置してある南部町図書館の配本ステー

ションは便利なのでよく利用しています。

近、借りたのはこれです。「妻の終活」

「団塊世代の夫は、仕事 優先で毎日を送ってい

る。妻の余命１年の宣告を受ける説明にも一緒に行

かなかったところから話が始まる。そして、宣告通

り、妻は・・・」

一読の価値ありです。貴男の考え(生き方)が変わ

るかも！！

本の紹介(東西町配本ステーション)
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新年度区長・班長会議【事務局】

新年度の区長・班長を対象にし

た会議です。

役目内容の説明を行いますので、

ご出席をお願いします。

日時：４月２０日(月)19:30～

場所：コミセン(大集会室)

班長が欠席の場合は、区長へ連絡をお願いします。

いちご狩り【人づくり部】

日時：４月２６日(日)

9:00コミセン出発～11:00帰着

行き先：安来市(あかり農園)

今年は、ミステリーツアーは行いません。

交通手段：社協バス又は自車も可

参加料：1,500円(当日徴収）

持ち物：お茶等は各自で準備してください。

申込み：先着25名(4月1日から受け付け開始)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

☆コミセン洗面所の照明を自動点滅に交換しました

ので、人がいなくなったら自動で消灯します。

＊つどい事務所側のトイレも自動で消灯します。

☆コミセン玄関フロアーからトイレまでの廊下も、

以前の調理室と同じように水滴で転倒しそうな方

がありましたので、この度スリップ防止の床材に

張替えをしました。

高齢者の交通事故が増えているこ

とで、南部町でも免許証の自主返納

事業の推進を支援することになりま

したので、紹介します。

【対象者】身体機能の低下を自覚した、また、運転

の必要がなくなった等の理由により、免許証の

有効期間内に、免許証を返納される方。

【特典：70歳以上で返納される方】

☆ふれあいバスの１年間無料パス

☆路線バス回数券を１万円分補助(期限無し)

令和２年４月１日から実施されます。

詳細は、南部町役場にお問い合わせください。

サポカー補助金制度

65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレー

キや、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載さ

れた安全運転サポート車の購入等に補助する制度も

あります。

また、後付装備への補助もあるようです。詳しく

は自動車販売店へお問い合わせください。

コミセン洗面所の照明と床の張替え

自動車免許証の自主返納について

配本ステーションで借りた本で考えが変わる？

協議会に設置してある南部町図書館の配本ステー

ションは便利なのでよく利用しています。

近、借りたのはこれです。「妻の終活」

「団塊世代の夫は、仕事 優先で毎日を送ってい

る。妻の余命１年の宣告を受ける説明にも一緒に行

かなかったところから話が始まる。そして、宣告通

り、妻は・・・」

一読の価値ありです。貴男の考え(生き方)が変わ

るかも！！

本の紹介(東西町配本ステーション)
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新１年生です ～よろしくおねがいします～

２月27日(木)の夜に安倍首相から突然発表された、活動自粛要請を受け、

東西町でも皆さんのご協力を得て、感染拡大防止に向けて取り組んでいます。

１）行事・会議の中止、閉所（順不同）・・・３月末現在

【中止】バウンスボール大会、いきいき100歳体操、リサイクル

わくわくショップ、各部会等

【閉所】コミュニティホーム「西町の郷」・・３月末まで閉所

２）放課後児童クラブを急遽３月２日(月)から開級

町からの開級要請を受け、支援員の確保にてんてこまい。

教育委員会や小中学校からも応援に来ていただきました。

そんな中、コンビニの「ローソン」からおにぎりを１人当

り２個の無償配布があり、３回の受入れをしました。子ど

もたちは「美味しい」と大喜びでした。

３）手作りマスクを販売

店頭からマスクが消えた！！との声を受け、ハンドメイドクラ

ブと有志による手作りマスクの販売と型紙の無料提供をしまし

た。地区放送と同時に次々と買い求めに来られ、あっという間

に完売。度々、制作を依頼しています。

東京五輪が１年程度延期となるなど終息の見通しが立ちません。

手洗い、消毒、マスクの着用などで感染拡大防止に努めましょう。

今後のイベントや会議等の開催については、県内の状況を見ながら

進めていきます。

終息するまで気を引き締めていきましょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止対応に感謝！！

はしもと
ちより

あおき
そうま

あおと
ふうが

やまがた
あかり

かわもと
るな

いぬい
かなで

おおた
こころ

ひろやま
せいしろう

手作りマスクや型紙に大反響

ローソンのおにぎ
りを美味しくいただ

きました

日 曜日 ４月の予定表
1 水

2 木 藤あみ/万寿会GG

3 金 コミセン100体　　　　　      　　　　　　  ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

7 火 監査/男のクッキング

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 ＜反射材装着＞　コミセン100体

11 土 銭太鼓/ソフトバレー

12 日 写真

13 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

14 火

15 水 狂犬病予防注射

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

17 金
コミセン100体
　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

18 土 わくわくショップ10 :30～/銭太鼓/ソフトバレー

19 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

20 月
＜新年度区長・班長会議＞
つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

21 火

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 コミセン100体・脳トレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 人づくり部会(さつき祭企画)/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

26 日 ＜いちご狩り＞　写真

27 月 つどい100体/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

５月の予定

24 日 さつき祭【人づくり部・実行委員会】
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東西町地域振興協議会

通常総会開催のお知らせ

日程：４月19日(日)

コロナウイルス感染拡大防止の

ため、ご協力をお願いします。

①来場の方はマスクの着用をお願

いします。

②発熱や体調不良の方はご遠慮く

ださい。

③定期的に会場の換気を行います。

④受付の混雑と感染防止のため、

下記の時間でお願いします。

☆班長受付：8:20～8:40

(班の委任状を提出ください。)

☆会員受付：8:30～8:50

現班長は班の委任状

を受付に提出してくだ

さい。

東西町スポーツ広場について

南部町の施設となっている東

西町スポーツ広場は、東西町だ

けものではないため、町内外か

らの申込みも受け付けることに

なっています。土・日利用で事

前にわかるものについては、会

報でお知らせしようと思ってい

ます。

なお、グラウンドの予約が入っ

ている時の、壁打ち場とバスケッ

ト場の使用については、現在、

町と調整中です。

山茶花の会が苗木を寄贈しました

寄贈した苗木を、東西町スポー

ツ広場バイパス側に植えました。

金木犀、オリーブ、温州みかん

の計３本です。

また、児童クラブ玄関前の大鉢

にイロハモミジを西日避けとして

植えました。

連休中の業務について
４月29日(水)～５月６日(水)まで休みです。

＊緊急時には事務所及びコミセン玄関に貼り出してある連絡先にお願いします。

東西町スポーツ広場

利用申込みが入っていますので、

土・日の利用のみお知らせします。

12日(日)13:00～16:00

19日(日)13:00～16:00

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります


